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司書のひとりごと… 
  

「へっくしょいっ」と図書館に響くくしゃみ。 

春は頻発します。耳をすましてみると、くしゃみ

にもバリエーションが。小さく「くしゅつ」、つば 

が飛んでそうな「へぶっ」、元気な「はーっくしょん」などな

ど。この時季くしゃみをする人が増えてくると、花粉飛んで

るな春が来たな～と思います。みなさんはどんなくしゃみを

しますか？（S・A） 

かしましみんとしょかんだより ■ 鹿島市民図書館長を募集します 

■ 子ども図書館サポーター＆ 

      子ども図書館司書体験のお知らせ 

■ 新着図書案内 

■ 鹿島市民図書館長募集詳細 

■ こどもの読書週間イベントのお知らせ 

■ 図書館 100周年記念エピソード集発行！ 
みんと

鹿 島 市 民 図 書 館  

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 

〒849-1312 鹿島市大字納富分 2700-1 

鹿島市生涯学習センター エイブル 

http://www.library.city.kashima.saga.jp 

TEL：(0954) 63‐4343  FAX：(0954) 63‐2217 

２０２０年３月２５日発行 

館カレンダー 開  

お は な し 会 

あんころもち 
対象：0～3 才 

日時：火曜 14 時～ 
 

土曜日のおはなし会 
対象：3 才～ 
日時：土曜 14 時～ 
 

わ・わ・わぽっとで 

おはなし会 
対象：5 ヶ月児～就学前児と 

   その保護者 

日時：毎月第 2 水曜と最終日曜の 

   11 時～ 

会場：子育て支援センター 

…休館日 

子ども図書館サポーター募集 

鹿島市民図書館の館長を募集します 
応募期間 2020 年 4 月 21 日（火） ～ 5 月 17 日（日） 

→ 詳しい内容は、2 ページをご覧ください。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

4　月

「私と図書館」エピソード冊子を発行します！ 

去る 2018 年 12 月 1 日、鹿島市

民図書館は図書館開館１００周年を迎

えました。そしてこの年に、１００周

年を記念して『私と図書館』と題した

図書館にまつわるエピソードを募集し 

ました。たくさんの方からお寄せいただいたエピソードを冊子

としてまとめ、ご希望の方に配布することになりました。心温

まるエピソードはもちろん、鹿島市民図書館のこれまでのあゆ

みや１００周年記念イベントが記録されたレアな１冊です。

100 冊限定ですので、お早めにお求めください。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

5　月

新型コロナウイルス感染拡

大状況により、今後も開館時間

やイベント開催について変更

の可能性があります。ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

とき：５月１０日（日） 

  ▶午前の部 9：00～11：30 

   対象 小学４～６年生（定員６人） 

  ▶午後の部 13：30～16：00 

   対象 小学１～３年生（定員６人） 

 

応募期間：４月９日（木）～２６日（日） 

応募方法：応募券に必要事項を記入して、 

小学校か図書館の応募箱に入れる 

または、電話での受け付け 

     ※応募多数の場合、抽選となります 

活動期間：4月～2021年３月 
     ※全体で７～８回の活動 

対  象：鹿島市内小学４年生 

定  員：５人程度 

 

応募期間：４月１日（水）～12日（日） 

応募方法：応募券に必要事項を記入して、 

図書館の応募箱に入れる 

または、電話での受け付け 

子ども図書館司書体験 
貸出・返却カウンタ―や、

本棚の整理、館内飾りをつ

くるなど、図書館の仕事を

体験してみませんか？ 

１年を通して図書館のイベント（おはなし会

など）や仕事のお手伝いをしてくれるサポー

ターを募集します！ 

配布期間：4月 1日（水）～ 

なくなり次第終了！ 
 

100 冊 
限  定 

イベントや募集について、新型コロナウイルス感染拡大状況により変更になる場合があります。 
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こどもの読書週間イベント 

『特撮全史 1980-90 年代』 
  講談社：編 講談社  

懐かしのあのヒーローにまた会え

る！「仮面ライダースーパー1」「恐

竜戦隊ジュウレンジャー」「ゴジラ」

「ウルトラマンゼアス」…。多様化す

るメディアに登場した 1980〜90

年代の特撮作品が大集結☆ 

こんにちは、図書館長です！ 

新 着 図 書 案 内  

『ボノボ』 

ボノボという類人猿をご存じでしょうか？赤道直下のコンゴ共和国（アフ

リカ）のみに生息し、チンパンジーにそっくりの外見をしています。遺伝学

的にもチンパンジーと親戚関係にあるそうですが、性格は大きく異なりま

す。温厚で平和共存型の社会を構成し、しかもチンパンジーに負けず劣らず

のとても頭の良い類人猿です。 

ボノボ社会では成体（大人）になった雌ザルは群れを出なければなりませ

ん。つまり、生まれ育った群れに残れるのは雄ザルだけという男系社会なの

ですが、群れの中の上下関係は雌ザルや子ザルが上位にあります。餌場で餌

を優先的に最初に食べるのは老ザル、雌ザル、子ザルで、雄たちは最後まで

待ちます。また、群れで移動するときなど、雄ザルが先頭を歩き安全を確認

しながら群れを誘導します。しかも、後続のために進路の邪魔になる木や枝

などを除去しながら進むのです。餌場ではボノボならではの心温まる行動を

見せるときがあります。他の群れから新参のボノボが来たときです。新参ボ

ノボは群れの最後尾を歩き、餌場の順番も最後です。もう餌はほとんど残っ 

『「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント』 
菅原 洋平：著 河出書房新社 

「働き方改革」に振り回されない！

働きながら休息できる、より良いライ

フスタイルをつくるための具体的な方

法を、企業研修を全国で展開する作業

療法士が解説する。自然に「休み方マ

ネジメント」が身につく本。 

『ドミノ in 上海』 
恩田 陸：著 KADOKAWA  

 上海のホテル「青龍飯店」で、25

人(と 3 匹)の思惑が重なり合う…。

もつれ合う人々、見知らぬ者同士が

すれ違うその一瞬、運命のドミノが

次々と倒れてゆく。圧巻のエンタテ

インメント。 

予約サービスをご利用ください！ 
来館・電話・ウェブにて予約することができます。 

ていません。こんなとき、群れのボノボは新参ボノボに自分の持ってる餌を分

け与えるのです。 

アメリカの大学には小さい時から研究飼育されている雄のボノボがいます。

英才教育を受けた結果、人間の言葉を理解するまでになりました。「木を集め火

を付けて焚き火をしなさい」とか、「車から荷物をおろして冷蔵庫に入れなさい」

といった言葉をしっかりと理解し実行します。このボノボには妹がおり一緒に

研究飼育されています。ただ、兄ボノボは人間で言えば幼稚園生くらいの時か

ら英才教育を受けたのに対し、妹ボノボは中学生くらいから教育を開始されま

した。その結果、妹ボノボは兄ほど上手に人間の言葉を理解できません。大学の

研究者は、命令を実行できない妹ボノボをわざと大袈裟に怒る真似をしました。

それを見た兄ボノボは、急いで研究者と妹ボノボの間に割り込み、研究者をな

だめる仕草をした後、妹ボノボに命令の意味を教えたのです。 

世知辛いニュースや話題に触れるたびに、人間以上に優しくて情けに厚いボ

ノボのことが頭をよぎる昨今です。          図書館長 前田英明 

『イマジン？』 
有川 ひろ：著 幻冬舎 

憧れていた映像制作の現場に

飛び込んだ、良井良助。専門用語

が飛び交う慣れない現場であた

ふたする良助だったが、作品と向

き合う仲間たちの熱気に、焦がれ

るような思いを募らせ…。 

『今さら聞けない農薬の話きほんのき』 
農文協：編 農山漁村文化協会  

農薬の成分から選び方、混ぜ方まで

Ｑ＆Ａ方式でわかりやすく解説。たと

えば、“農薬の「成分」って何のこと？” 

“ミニトマトはトマトと同じ農薬で

いいの？”といった「基本的なことだ

けど大事な話」が満載。この一冊で農

薬の効かせ上手になって減農薬へ！ 

応募期間

2020（令和2）年4月21日（火）  9時 ～
2020（令和2）年5月17日（日）17時
【エイブル開館時間】
あ火～金 9時～22時、土・日・祝日 9時～17時 あ
あ＊月曜、祝日の翌日は休館日

応募方法

市販の履歴書に必要事項を記入し、職務経歴書を添えて、
5月17日（日）17時までに、エイブル2階事務局へ提出し
てください。（郵送必着）
＊受験票と試験の案内通知は、応募書類持参の場合は提出時
にお渡します。郵便での応募の場合は5月21日（木）までに
郵送します。
＊履歴書等の個人情報は、この採用試験の目的のみに使用し
ます。
＊受験者に該当する人がいない場合は、採用しないこともあ
ります。

採用方法

①5月24日（日）午前（作文試験）　　　　　　　　　　あ
ああああああああああ＊筆記用具をお持ちください。
②　　　　　　　 午後（面接試験）
②採用通知：5月28日（木）までに合否を通知します。

その他

次のいずれか１つに該当する人は、受験資格がありません。
①成年被後見人または被保佐人
②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または
その執行を受けることがなくなるまでの者

（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
（鹿島市生涯学習センター・エイブル2階）あ＊担当：藤井

〒849-1312佐賀県鹿島市大字納富分2700-1

TEL（0954）63-2138
FAX（0954）63-3424

E-mail　able1@po.asunet.ne.jp
エイブルHP 　http://kashima-able.com/

問合せ先

募集人員 鹿島市民図書館　館長　1名

応募資格

①生涯学習・図書館事業に理解があり、館長として鹿島市民
あの教育と文化の発展に寄与できる人
②普通自動車免許（AT限定可）を所有している人
③パソコンを実務レベルで使用できる人
（Word・Excelなど）

業務内容
① 鹿島市民図書館の統括・運営・人事に関すること。
② 鹿島市民図書館の各種事業遂行及び県内外への情報発信。
③ カウンター業務を含む図書館業務全般。

勤務場所 鹿島市民図書館（エイブル１階）

勤務時間

①月20日程度、週40時間程度
②遅出および土、日、祝日の交替勤務あり
あ＊時間外勤務あり
・基本：  8時30分～17時30分
・遅出：10時30分～19時30分

給 与 他
①月額250,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　あ
（退職金あり、賞与・昇給・通勤手当なし）
②社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり

2020（令和2）年6月  1日 ～
2023（令和5）年5月31日まで 3年間（予定）

＊人事評価により更新があります。
（ただし、雇用後6ヵ月間は試用期間とします。）

雇用期間

４月２８日（火）～５月１０日（日） 

図書館でつくろう！手作りロゼット 

かわいく？かっこよく？折

り紙を使った、オリジナルロ

ゼットを作っちゃおう！ 

※材料がなくなり次第、終了

します。 

スペシャルおはなし会 

５月２日（土）14：00～ 

図書館おはなしのへや 

どんなおはなしがあるのかな～？

お楽しみに！ 

※イベントは新型コロナウイルス感染拡大状況に

より変更になる場合があります。 

鹿島市民図書館の館長を募集します。 


